
第 37 回日本眼感染症学会 
 

日時：2000 年 7 月 6 日(木)、7 日(金) 
場所：金沢市文化ホール（石川県金沢市高岡町 15-1） 
会長：佐々木一之   金沢医科大学眼科学教室 
  
7 月 6 日(木)8：40－18：36 

■一般口演：結膜・涙道疾患 

1． 高齢者の MRSA 結膜炎 80 例の臨床的検討    

 大橋秀行 (大橋眼科、近畿大)、福田昌彦、下村嘉一 (近畿大)  

2． 涙小管炎 6症例の臨床検討     

  伊東眞由美 (小川赤十字病院)、田渕今日子、立花敦子、濱 祐一郎

   加島陽二 (日本大板橋) 

3． Peptostreptococcus magnus が分離された眼科感染症  

  大石正夫 (白根健生病院)、宮尾益也 (新潟大) 

4． 新生児膿漏眼の 1 例      

 小木曽正博、田近智之 (国立善通寺病院)、松村香代子 (香川小児病院) 

 田村満夫 (田村眼科) 

5． 4 例のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌による涙嚢炎に対する涙嚢鼻腔吻合症 

 久保勝文、中沢 満 (弘前大)、新井優子 (弘前市立病院)、桜庭知己 

 (青森県立中央病院) 

■一般口演：アデノウイルス・他 

6． PCR 法で検出された EV70 の遺伝子系統解析   

 石古博昭、島田康司 (三菱化学ビーシーエル研究第一部) 

7． ウイルス性濾胞性結膜炎における結膜サイトカイン産出 T 細胞の解析 

 松浦範子、内尾英一、竹内 聡、伊藤典彦、大野重昭 (横浜市大) 

 中沢正年、南 陸彦 (同寄生虫学)、金井 光 (横浜南共済病院) 

 青木功喜 (青木眼科) 

8． シチジン誘導体のアデノウイルスに対する抗ウイルス効果  

 金子久俊、藤原聡之 (福島県医大)、森 修一、茂田士郎 (同微生物) 

9． 再発性角膜上皮下混濁 sine adenovirus と考えられえた 1 例 

  伊藤恵子、松浦範子 (横浜市大)、内尾英一 (同医療センター) 

 青木功喜 (青木眼科)、大野重昭 (横浜市大) 

 10．東村山市の一保育園で集団発生をみたアデノウイルス 8 型結膜炎 

  中川裕子、徳島邦子、中川 尚 (徳島診療所)、後藤聖樹、永本洋子 

  林 明男、中嶋治彦、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル研究第一部) 



11．アデノウイルス 8型結膜炎の迅速診断におけるアデノチェック℗ の有用性 

 中川 尚、徳島邦子、中川裕子 (徳島診療所)、後藤聖樹、永本洋子 

 林 明男、中嶋治彦、石古博昭 (三菱化学ビーシーエル研究第一部) 

■シンポジウム 1：アデノウイルス感染症 

 1. ADENOVIRUSES AS EYE PATHOGENS “Detection and Mechanism of Infection” 

  Göran Wadell (Dept. of Virology, Umeå Univ., Sweden) 

 2. DEVELOPMENT OF RAPID DIAGNOSTIC TEST FOR ADENOVIRUS IN 

 CONJUNCTIVAL AWABS 

  Harbi Shadfan (San Antonio Scientific. Inc., USA) 

 3.  RECENT CLINICAL AITERATIONS OF ADENOVIRUS OCULAR INFECTION AND 

VIROLOGICAL BACKROUNDS 

  Eiichi Uchio (Dept. of Ophthalmology Yokohama City Univ. Medical  

Center) 

 4.  小児科からみたウイルス性疾患における潜伏期間と感染性 

  沼崎 啓 (札幌医大小児科学教室) 

■一般口演：細菌叢・耐性菌Ⅰ 

 12．手術前患者の結膜嚢内常在菌 

  丸山勝彦、藤田 聡、熊倉重人、臼井正彦 (東京医大) 

 13．続発性シェーグレン症候群患者における結膜嚢内細菌叢の検討 

  菅原麻紀 (日本大光が丘)、岩崎 隆 (東十条病院)、稲田紀子、庄司 純

  澤 充 (日本大板橋) 

 14．涙点プラグ長期挿入例における結膜嚢内細菌叢 

  篠崎和美、高村悦子、弓狩純子、荒木博子、堀 貞夫 (女子医大) 

 15．東京女子医大第二病院におけるコアグラーゼ陰性ブドウ球菌の検出状況と薬 

剤感受性 

 亀井裕子、武田桜子、野内文乃、宮永嘉隆 (女子医大第二) 

 16．結膜嚢細菌培養でのオフロキサシン耐性菌検出の経年変化と背景因子 

  黒川直行、林 康司、若林俊子、野田航介、細田ひろみ、小西美奈子 

  野田 徹、田中靖彦 (国立病院東京医療センター)、蕪城晃子  

  (埼玉中央病院)、山田昌和、真島行彦 (慶應義塾大) 

■一般口演：細菌叢・耐性菌Ⅱ 

 17．白内障手術にあたり多剤耐性緑膿菌が検出された 1例 

  徳川英樹、井上幸次、前田直之、渡辺 仁 (大阪大)、浅利誠志 

  (同感染症対策部) 

 18．非発酵菌が検出された眼感染症の検討 (1995-1998 年) 

  宮尾益也 (新潟大)、大石正夫 (白根健生病院) 



 19．外眼部感染症からの臨床分離菌の薬剤感受性 

  横山順子、田 聖花、清水一弘、池田恒彦 (大阪医大)、原 二郎 

  (原眼科) 

 20．外眼部感染症眼、白内障術前眼からの分離菌の比較検討（1998 年度） 

  芹原清志、尾崎孝次、北川和子、佐々木一之 (金沢医大) 

■シンポジウム 2：アジアにおける眼感染症 

 1. UPDATE ON HERPES SIMPLEX VIRUS INDUCED KERATITIS IN CHINA」 

  Mark Shixing Hu (Zhongshan Ophthalmic Center and Key Laboratory of  

  National Ministry of Health, Sun Yat-sen Univ. of Medical Sciences,  

  China) 

 「指定発言者] 

 Update on Herpes Simplex Keratitis at Tokushima, Japan 

  Hiroshi Shiota (Dept. of Ophthalmology, The University of Tokushima  

School of Medicine) 

   2 ACANTHAMOEBA KERATITIS IN KOREA “Clinical and Laboratory Investigation” 

  Tae-Won Hahn (Dept. of Ophthalmology, The Catholic Univ. of Korea,  

  Korea) 

 [指定発言者] 

 Utility of Fungiflora Y stain in diagnosis of Acanthoamoeba keratitis 

  Yoshikazu Shimomura (Dept. of Ophthalmology Kinki University School  

 of Medicine) 

3. CURRENT TRENDS OF BACTERIAL EXTERNAL DISEASES IN THE PHILIPPINES 

 Romeo V. Fajardo (University of the Philippines, Philippines) 

[指定発言者] 

Changes of Detected Bacteria from Eyes with External Ocular Infections  

Experienced at Kanazawa Medical University Hospital During A 

23-Year-Period 

 Kazuko Kitagawa (Dept. of Ophthalmology, Kanazawa Medical Univ.) 

■一般口演：細菌性角膜炎 

 21．細菌性角膜炎により急激な角膜融解を生じた慢性関節リウマチの一症例 

  井手 武、井上幸次、前田直之、渡辺 仁 (大阪大) 

 22．水疱性角膜症に生じた感染性角膜潰瘍 

  平野耕治、溝口英里 (名古屋大) 

 23．長期ステロイド使用中に発生した MRSA 角膜炎の 2 例 

  白根授美、日比野 剛、福田昌彦、下村嘉一 (近畿大)、中村陽一 

  新里悦朗 (阪南中央病院) 



 24．多剤耐性の Corynebacterium が検出された角膜潰瘍の 1 症例 

  岸本里栄子、佐藤克俊、松田 彰、田川義継 (北海道大) 

■一般口演：真菌症Ⅰ 

 25．抗真菌剤点眼液による全身副作用例と著効例 

  清水一弘、田 聖花、山上高生、中村貴子、池田恒彦 (大阪医大) 

  小西礼子 (同皮膚科) 

 26．ハンセン病患者にみられた角膜真菌症の 2 例 

  宮嶋聖也、松本光希、奥田聡哉、中村行宏、根木 昭 (熊本大) 

  近藤晶子、荒金和佳子 (国立療養所菊池恵楓園) 

 27．春季カタルに真菌性角膜潰瘍を合併した 1 例 

  鈴木悦子、野崎まゆみ、村松隆次、臼井正彦 (東京医大) 

 28．ステロイド長期点眼中に発症した Candida parapsilosis 角膜真菌症の 2 例 

  岡宮史武 (愛媛県立北宇和病院)、鈴木 崇、林 康人、宇野敏彦 

  岡本茂樹、大橋裕一 (愛媛大) 

■一般口演：ヘルペスウイルス 

 29．眼結膜カポジ肉腫におけるウイルス学的検討 

  箕田 宏、柏瀬光寿、横井克俊、山内康行、薄井紀夫、臼井正彦  

  (東京医大)、福武勝幸 (同臨床病理)、佐多徹太郎 (国立感染症研究所) 

 30．水痘罹患後に生じた小児角膜実質炎の 1例 

  中村曜祐、佐野雄太、北原健二 (東京慈恵会医大) 

 31．polymerase chain reaction(PCR)法により診断が確定した zoster sine herpete 

の 1 症例  

 藤田今日子、奥 英弘、池田恒彦 (大阪医大)、高井七重 (南大阪病院) 

 三浦清子 (新千里病院)、内海 隆 (内海眼科医院) 

 32．角膜周辺部に浸潤巣を伴ったヘルペス性角結膜炎の 1 例 

  奥田聡哉、宮嶋聖也、松本光希 (熊本大) 

 33．実験的単純ヘルペスウイルス 1 型感染による角膜上皮細胞の形態学的変化 

  荒木博子、高村悦子、村田真由美、堀 貞夫 (東京女子医大) 

 34．単純ヘルペスウイルス 1 型および 2 型による実験的ヘルペスウイルス網脈絡 

膜炎の検討 

 鎌田泰夫、坂口恭久、内藤 毅、塩田 洋 (徳島大) 

 

7 月 7 日(金)8：40-18：30 

■一般口演：真菌症Ⅱ 

 35．1 年以上遷延するも予後良好であった真菌性眼内炎の一例 

  南野桂三、山田晴彦、西村哲哉、松村美代 (関西医大) 



 36．急性骨髄性白血病の化学療法中に眼内炎を反復した 1 例 

  鳥崎真人、坂井尚登 (富山市民病院)、西田巳香、岡部 敬 (同小児科) 

 37．重篤な真菌性眼内炎に対する硝子体手術 

  藤原聡之、伊藤 健 (福島県医大)、加宅田匡子 (公立藤田病院) 

 38．真菌性眼内炎における真菌抗原測定の意義 

  平良まり絵、後藤 浩、薄井紀夫、久保真人、臼井正彦 (東京医大) 

■一般口演：サイトメガロウイルス・他 

 39．急性網膜壊死における眼内液中 acyclovir 濃度の測定 

  薄井紀夫、山内康行、箕田 宏、毛塚剛司、大谷壮志、関 文治 

  坂井潤一、臼井正彦 (東京医大) 

 40．Common variable immunodeficiensy に併発した CMV 網膜炎の 1 例 

  石川 薫、今木澄江、山田恭子、成田正弥、鈴木参郎助 (慶應義塾大) 

  安藤靖恭 (山王病院)、岩崎琢也、佐多徹太郎 (国立感染症研究所) 

  櫻井倫子、宮入 烈 (慶應義塾大小児科) 

 41．成人 T細胞白血病に随伴したサイトメガロウイルス網膜炎 

  大坪貴子、上野一郎、松隈 博、上野暁史 (飯塚病院)、田口文博  

  (同内科)、沖波 聡 (佐賀医大) 

■特別講演 

 「角膜ヘルペスの進展」 

  塩田 洋 (徳島大) 

■一般口演：トキソプラズマ 

 42．Indocyanine green angiography(IA)で経過観察を行った眼トキソプラズマ症 

の一例 

 船本由香、島川眞知子、堀 貞夫 (女子医大) 

 43．PCR が確定診断に有効であったと思われるトキソプラズマ網膜炎の一例 

  中井義幸、望月清文、堀 暢英、町田治江 (岐阜大)、高橋優三、長野 功 

  (同寄生虫)、山本哲也、北澤克明 (岐阜大)、 

 44．PCR 法による Toxoplasma gondii DNA の検出 

  坂井潤一、薄井紀夫、後藤 浩、臼井正彦 (東京医大)、田中稔生 

  (SRL 核酸ウイルス課)、亀井喜世子 (帝京大微生物) 

■一般口演：結核 

 45．脈絡膜結節を認めた結核性ぶどう膜炎の一例 

  柴 琢也、三宅 彰 (東京慈恵会医大第三)、久保朗子  

  (東京慈恵会医大青戸)、川越真美、谷内 修 (東京慈恵会医大) 

  佐藤成明 (佐藤眼科) 

 46．結核性網膜静脈周囲炎と思われた 2 症例 



  日下利和、井上美奈香 (社会保険滋賀病院)、奥田 薫 (同呼吸器科) 

 47．頸部腫瘤生検で確定できた結核性網膜静脈炎の 1 例 

  大塚慎一、中野可古 (大塚眼科医院)、大谷恵子、児玉 悟  

  (大分医大耳鼻咽喉科) 

■一般口演：実験・症例Ⅰ 

 48．バンコマイシン眼軟膏の家兎眼組織内移行動態 

  福田正道、花染 功、佐々木一之 (金沢医大) 

■一般口演：眼内寄生虫・他 

 49．アニサキスの眼内迷入が疑われた症例 

  十川治恵 (緒方町国保総合病院)、前尾直子、榊 保堅 (大分県立病院) 

  名和行文、内山ふくみ (宮崎医大寄生虫学) 

 50．右眼に黄斑静脈閉塞症、左眼に網膜出血がみられたツツガ虫病の 1 例 

  長木康典、早坂征次、門井千春、松本真幸 (富山医薬大) 

 51．視力予後が不良であったネコひっかき病の 1 例 

  福嶋はるみ、沼賀二郎、川島秀俊 (東京大分院)、善本三和子  

  (東京逓信病院) 

 52．著明な視神経乳頭腫脹を呈した猫ひっかき病の 1 例 

  森本健司、鷲尾紀章、石田政弘、村上 晶、沖坂重邦 (防衛医大) 

■一般口演：細菌性眼内炎 

 53．MRSE による術後眼内炎の一例 

  出合達則、福田昌彦、入船元裕、日比野 剛、松本長太、下村嘉一  

  (近畿大) 

 54．副鼻腔炎に起因すると考えられた内因性細菌性眼内炎の一例 

  橋本夏子、山本修士、大黒伸行、瓶井資弘、中川やよい、井上幸次 

  田野保雄 (大阪大) 

 55．胆管炎が原因と考えられた転移性眼内炎の 1 例 

  結城義憲、菅野 誠、高村 浩、山下英俊 (山形大) 

 56．肝膿瘍が原因と思われた内因性眼内炎の 1 例 

  落合順吉、朝岡 亮、松野員寿、真田彰郎、尾﨏雅博、岡野 正 

  (東京医大霞ヶ浦) 

■一般口演：アカントアメーバ 

 57．最近経験した 3 例のアカントアメーバ角膜炎 

  石橋康久 (山王病院)、武藤哲也 (防衛医大)、石田誠夫 (石田眼科) 

 58．PHMB とアゾール系薬剤による併用局所療法が奏効したアカントアメーバ角膜 

炎の 1 例 

 鈴木 崇、宇野敏彦、林 康人、岡本茂樹、大橋裕一 (愛媛大) 



 59．HSV-2 の関与が疑われたアカントアメーバ角膜炎の 1例 

  田村容子、福田昌彦、有村英子、日比野 剛、下村嘉一 (近畿大) 

 

■合同シンポジウム：結核の逆襲 

 1. 結核菌の微生物学と結核の臨床像 

  大泉耕太郎 (久留米大第一内科) 

 2. 結核菌の疫学と予防対策 

  浅利誠志 (大阪大感染症対策部) 

 3. 結核の眼病変“前眼部” 

  渡辺 仁 (大阪大) 

 4. 結核の眼病変“後眼部” 

  後藤 浩 (東京医大) 

 


